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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号に含まれた映像データをディスプレイするディスプレイ部と、
　前記映像信号に含まれた映像データが二次元映像であるか三次元映像であるかについて
の情報である映像特性パラメータを検出する映像特性パラメータ検出部と、
　前記検出された映像特性パラメータに基づき、前記ディスプレイ部に動作モード転換信
号を出力する動作モード転換判断部とを備え、
　前記映像特性パラメータ検出部は、
　前記映像データが三次元映像である場合、前記三次元映像のディスプレイフォーマット
についての情報である映像特性パラメータを検出するディスプレイフォーマット検出部を
さらに備え、
　前記動作モード転換判断部は、
　前記映像特性パラメータ検出部から検出された映像特性パラメータを入力される入力部
と、
　前記入力された映像特性パラメータが変更されているか否かを判断し、前記ディスプレ
イ部の動作モード転換いかんを判断する判断部とを備え、
　前記動作モード転換判断部は、
　前記映像特性パラメータと関連した前記ディスプレイ部の特性情報をローディングする
ローディング部をさらに備えるが、
　前記ディスプレイ部動作モードを転換するか否かを判断することは、前記入力部を介し
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て入力される映像特性パラメータと、前記ローディングされたディスプレイ部の特性情報
とを比較して判断することを特徴とする映像ディスプレイモード転換装置。
【請求項２】
　前記映像特性パラメータ検出部は、
　前記映像データが三次元映像である場合、前記三次元映像の撮像視点数についての情報
である映像特性パラメータを検出する撮像視点数検出部をさらに備えることを特徴とする
請求項１に記載の映像ディスプレイモード転換装置。
【請求項３】
　前記動作モード転換判断部は、前記検出された映像特性パラメータを入力され、前記デ
ィスプレイ部の動作モードを転換するか否かを判断し、前記判断結果により、前記ディス
プレイ部に前記動作モード転換信号を出力することを特徴とする請求項１に記載の映像デ
ィスプレイモード転換装置。
【請求項４】
　前記三次元映像のディスプレイフォーマットは、ライン－バイ－ラインフォーマット、
ピクセル－バイ－ピクセルフォーマット、トップダウンフォーマット及びサイド－バイ－
サイドフォーマットのうち、いずれか一つを含むことを特徴とする請求項１に記載の映像
ディスプレイモード転換装置。
【請求項５】
　前記動作モード転換判断部は、
　前記ディスプレイ部動作モードを転換せねばならないと判断される場合、前記ディスプ
レイ部に動作モード転換信号を出力するディスプレイ出力部をさらに備えることを特徴と
する請求項１に記載の映像ディスプレイモード転換装置。
【請求項６】
　前記動作モード転換判断部は、
　前記ディスプレイ部動作モードを転換せねばならないと判断される場合、これをユーザ
に知らせるためのお知らせ信号を出力するお知らせ出力部をさらに備えることを特徴とす
る請求項１に記載の映像ディスプレイモード転換装置。
【請求項７】
　前記動作モード転換判断部は、
　前記ディスプレイ部動作モードを転換せねばならないと判断される場合、前記ディスプ
レイ部に動作モード転換信号を出力するディスプレイ出力部と、
　前記ディスプレイ部動作モードを転換せねばならないと判断される場合、これをユーザ
に知らせるためのお知らせ信号を出力するお知らせ出力部と、
　前記ディスプレイ部動作モードを転換せねばならないと判断される場合、前記ディスプ
レイ出力部を活性化させるか、または前記お知らせ出力部を活性化させるかを設定する設
定部とをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の映像ディスプレイモード転換装
置。
【請求項８】
　前記映像特性パラメータと関連した前記ディスプレイ部の特性情報を保存している保存
部をさらに備えることを特徴とする請求項３に記載の映像ディスプレイモード転換装置。
【請求項９】
　前記ディスプレイ部の動作モードを転換せねばならないということを知らせたり、また
は前記ディスプレイ部の動作モードが転換されているということを知らせるお知らせ部を
さらに備えるが、
　前記お知らせ部は、オンスクリーンディスプレイ、発光ダイオード及びスピーカのうち
、少なくともいずれか１つの方式で具現されることを特徴とする請求項３に記載の映像デ
ィスプレイモード転換装置。
【請求項１０】
　前記動作モード転換判断部を制御する命令をユーザから受信する入出力インターフェー
スを提供するユーザインターフェース部をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載
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の映像ディスプレイモード転換装置。
【請求項１１】
　前記映像特性パラメータ検出部は、
　前記映像信号のヘッダに含まれた映像特性パラメータを検出することを特徴とする請求
項１に記載の映像ディスプレイモード転換装置。
【請求項１２】
　前記映像データは、デジタル放送システムに適用されるデータであることを特徴とする
請求項１に記載の映像ディスプレイモード転換装置。
【請求項１３】
　（ａ）映像データが二次元映像であるか三次元映像であるかについての情報を表す映像
特性パラメータを入力されるステップと、
　（ｂ）前記映像データをディスプレイするディスプレイ装置に、前記入力された映像特
性パラメータに基づいて動作モード転換信号を出力するステップと、を含み、
　前記映像特性パラメータは、前記映像データが三次元映像である場合、前記三次元映像
のディスプレイフォーマットについての情報をさらに含み、
　前記動作モード転換信号の前記出力は、
　（ｃ）前記入力された映像特性パラメータを現在ディスプレイされている映像データの
特性を表す以前の映像特性パラメータと比較し、変更がなされているか否かを判断するス
テップと、
　（ｄ）前記（ｃ）ステップで変更がなされていると判断される場合、前記映像データを
ディスプレイするディスプレイ装置に、前記入力された映像特性パラメータによる動作モ
ードに映像ディスプレイモードを転換するための動作モード転換信号を出力するステップ
と、を含み、
　前記（ｄ）ステップは、
　（ｄ１）前記（ｃ）ステップで変更がなされていると判断される場合、前記変更されて
いる映像特性パラメータと関連した前記ディスプレイ装置の特性情報をローディングする
ステップと、
　（ｄ２）前記変更されている映像特性パラメータと、前記ローディングされたディスプ
レイ装置の特性情報とを比較し、一致しているか否かを判断するステップと、
　（ｄ３）前記（ｄ２）ステップで一致すると判断される場合、前記ディスプレイ装置に
、前記変更されている映像特性パラメータによる動作モード転換信号を出力するステップ
とによりなされることを特徴とする映像ディスプレイモードの転換方法。
【請求項１４】
　（ｅ）前記（ｃ）ステップで変更がなされていると判断される場合、前記映像特性パラ
メータが変更されているということを知らせるお知らせ信号を出力するステップとをさら
に含むことを特徴とする請求項１３に記載の映像ディスプレイモードの転換方法。
【請求項１５】
　前記映像特性パラメータは、前記映像データが三次元映像である場合、前記三次元映像
の撮像視点数についての情報をさらに含んでなることを特徴とする請求項１３に記載の映
像ディスプレイモードの転換方法。
【請求項１６】
　前記（ｄ２）ステップで一致していないと判断される場合、一致していないということ
を知らせるお知らせ信号を出力するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項１３
に記載の映像ディスプレイモードの転換方法。
【請求項１７】
　前記三次元映像のディスプレイフォーマットは、ライン－バイ－ラインフォーマット、
ピクセル－バイ－ピクセルフォーマット、トップダウンフォーマット及びサイド－バイ－
サイドフォーマットのうち、いずれか一つを含むことを特徴とする請求項１３に記載の映
像ディスプレイモードの転換方法。
【請求項１８】
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　請求項１３に記載の映像ディスプレイモードの転換方法をコンピュータで実行させるた
めのプログラムを記録したコンピュータで読み取り可能な記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像ディスプレイ転換方法及び装置に係り、さらに詳細には、二次元（２Ｄ
）／三次元（３Ｄ）映像の特性などを表す映像特性パラメータを介し、映像ディスプレイ
動作モードを自動に転換したり、またはユーザに知らせる映像ディスプレイ転換方法及び
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、デジタル放送（ＤＴＶ）を介して三次元立体映像を放送しようとする研究が進め
られている。ＤＴＶは、ビデオ、オーディオ及びその他データのようなアナログ信号をデ
ジタル信号に変換して圧縮して伝送した後、これを受信し、またもとのビデオ、オーディ
オ及びその他データ信号に変換して再生する放送であり、従来のアナログ放送と比べて高
画質のサービスを提供する。
【０００３】
　また、前記のようなＤＴＶ技術を利用して三次元映像を受信してディスプレイすること
についての研究も進められている。三次元映像を具現する一般的な方法には、視聴者の両
眼視差を利用するものがある。両眼視差を利用した三次元映像具現方法には、偏光めがね
、ＬＣシャッタめがねのような同じ三次元映像を表示するためのめがねを着用する方法と
、レンチキュラレンズ、視差バリア、視差イルミネーションなどの備わった装置を利用し
、肉眼で観測する方法とがある。前者をステレオスコピー法といい、後者をオートステレ
オスコピー法という。
【０００４】
　前記ステレオスコピー法は、偏光プロジェクタを利用し、主に映画館のようなさまざま
な人が視聴するところに応用されている。そして、前記オートステレオスコピー法は、個
人や少数の人々が使用するゲーム用ディスプレイ、家庭用ＴＶ、展示用ディスプレイなど
に応用されている。
【０００５】
　現在の研究は、概してオートステレオスコピー法を利用して三次元映像を具現するとこ
ろに集中しており、これと関連したさまざま製品が販売されている。現在紹介されている
ほとんどの立体映像用ディスプレイ装置は、三次元映像だけを具現できるようになってお
り、価格も、二次元ディスプレイ装置より高価である。
【０００６】
　ところで、三次元映像用コンテンツが活発に供給されていないために、高価な三次元映
像専用のディスプレイ装置では、消費者の購買欲求を満足させられない。
【０００７】
　これにより、最近二次元と三次元の映像を選択的に具現できる２Ｄ／３Ｄ兼用ディスプ
レイ装置を製作する方法に多くの研究がなされつつ、多様な製品が紹介されている。
【０００８】
　人間の肉眼で見る実際映像と類似した三次元立体映像を放送するためには、多視点（マ
ルチビュー）三次元映像を作って伝送し、これを受信して三次元ディスプレイ装置で再生
せねばならない。しかし、多視点三次元立体映像は、データ量が非常に多いために、現在
のＤＴＶシステムで使われているチャンネルの帯域幅では受入れ難い。従って、ステレオ
映像の送信と受信とについての研究がまず進められている。
【０００９】
　一方、ＤＴＶシステム、シミュレーションまたは医学的な分析システムなど、ほとんど
の分野で三次元映像と共に選択的に二次元映像が具現される必要がある。しかし、現在、
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ＤＴＶシステムで、二次元映像、三次元映像、及び前記三次元映像の特徴を表す映像特性
パラメータにより、自動的にディスプレイ装置の動作モードを転換したり、または動作モ
ードを転換せねばならないということを知らせる装置及び方法は、いまだに実現されない
でいる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従って、本発明が解決しようとする技術的課題は、ＤＴＶシステムなどで、二次元映像
、三次元映像、及び前記三次元映像の特徴を表す映像特性パラメータにより、自動的にデ
ィスプレイ装置の動作モードを転換したり、または動作モードを転換せねばならないとい
うことを知らせる映像ディスプレイモードの転換方法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記技術的課題を解決するための本発明の映像ディスプレイモード転換装置は、映像信
号に含まれた映像データをディスプレイするディスプレイ部と、前記映像信号に含まれた
映像データが二次元映像であるか三次元映像であるかについての情報である映像特性パラ
メータを検出する映像特性パラメータ検出部と、前記検出された映像特性パラメータを入
力され、前記ディスプレイ部の動作モードを転換するか否かを判断し、前記判断結果によ
り、前記ディスプレイ部に動作モード転換信号を出力する動作モード転換判断部とを備え
ることを特徴に有する。
【００１２】
　前記技術的課題を解決するための本発明の映像ディスプレイモードの転換方法は、（ａ
）映像データが二次元映像であるか三次元映像であるかについての情報を表す映像特性パ
ラメータを入力されるステップと、（ｂ）前記入力された映像特性パラメータが現在ディ
スプレイされている映像データの特性を表す映像特性パラメータと比較し、変更がなされ
ているか否かを判断するステップと、（ｃ）前記（ｂ）ステップで変更がなされていると
判断される場合、前記映像データをディスプレイする装置に、前記変更されている映像特
性パラメータによる動作モード転換信号を出力するステップとを含むことを特徴に有する
。
【００１３】
　また、前記技術的課題を解決するための本発明の映像ディスプレイモードの転換方法は
、（ａ）映像データが二次元映像であるか三次元映像であるかについての情報を表す映像
特性パラメータを入力されるステップと、（ｂ）前記入力された映像特性パラメータが現
在ディスプレイされている映像データの特性を表す映像特性パラメータと比較し、変更が
なされているか否かを判断するステップと、（ｃ）前記（ｂ）ステップで変更がなされて
いると判断される場合、前記映像特性パラメータが変更されているということを知らせる
お知らせ信号を出力するステップとを含むことを特徴に有する。
【００１４】
　そして、本発明による映像ディスプレイモードの転換方法に記載された発明をコンピュ
ータで実行させるためのプログラムを記録したコンピュータで読み取り可能な記録媒体を
備えることを特徴に有する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、さらに進歩した映像情報の重要性が要求される多くの分野、例えば、
医学、工学及びシミュレーションの使われる分野、及び今後ＤＴＶ標準システムを利用し
て登場する立体映像（三次元映像）放送のような分野で、二次元映像と三次元映像の特性
を表す映像特性パラメータを介し、ディスプレイ装置の動作モードを自動的に転換したり
、または転換されねばならないということをユーザに知らせ、さらにユーザ便宜を提供で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１６】
　以下、添付された図面を参照しつつ、本発明の望ましい一実施形態について詳細に説明
する。
【００１７】
　図１は、本発明の望ましい一実施形態による映像ディスプレイモード転換装置のブロッ
ク図である。図１について述べれば、映像ディスプレイモード転換装置は、受信部１００
、デコーディング部１１０、映像特性パラメータ抽出部１２０、動作モード転換判断部１
３０、保存部１４０、お知らせ部１５０、ユーザインターフェース部１６０及びディスプ
レイ部１７０を備えて構成される。ここで、映像特性パラメータ抽出部１２０は、
２Ｄ／３Ｄ検出部１２２、撮像視点数検出部１２４、ディスプレイフォーマット検出部１
２６を備えて構成される。そして、保存部１４０は、ディスプレイ部特性情報１４２とお
知らせ情報１４４とを備えて構成される。
【００１８】
　受信部１００は、映像送信装置から伝送された映像信号を受信する。ここで、受信部１
００を介して受信される映像信号は、伝送ストリーム形態の映像信号である。また、さら
に具体的に、前記映像信号は、三次元放送を行うＤＴＶシステムに適用されるデータであ
りうる。
【００１９】
　デコーディング部１１０は、映像送信装置で符号化した規格に対応する復号化を行う。
例えば、ＭＰＥＧ－２規格によって符号化されているならば、それによって復号化を行う
。さらに具体的に、デコーディング部１１０は、映像信号の時空間的な相関性を考慮し、
エンコーディングされた映像信号を可変長デコーディング、逆ＤＣＴ（Inverse　Discret
e　Cosine　Transform）、逆量子化及びモーション補償のようなデコーディング技法を利
用し、エンコーディング以前のもとの映像と映像特性パラメータとを復元する。
【００２０】
　映像特性パラメータ検出部１２０は、デコーディングされた伝送ストリームのヘッダ所
定位置に含まれた情報のうちから映像特性パラメータを検出し、動作モード転換判断部１
３０に出力する。前記で説明した通り、映像特性パラメータ検出部１２０は、２Ｄ／３Ｄ
検出部１２２、撮像視点数検出部１２４、ディスプレイフォーマット検出部１２６を備え
て構成される。
【００２１】
　ここで、２Ｄ／３Ｄ検出部１２２は、ペイロードに含まれている映像データが二次元映
像であるか三次元映像であるかを検出する。
【００２２】
　撮像視点数検出部１２４は、前記２Ｄ／３Ｄ検出部１２２で三次元映像であると検出さ
れた映像データについての撮像視点数情報を検出する。ここで、三次元映像の撮像視点数
とは、１つの対象物体をカメラで撮像して製作する過程で、何ヵ所の相異なる角度から撮
像したものであるかということと関連した情報である。かような三次元映像の撮像視点数
については、図４でさらに詳細に説明する。
【００２３】
　ディスプレイフォーマット検出部１２６は、前記２Ｄ／３Ｄ検出部１２２で三次元映像
であると検出された映像データについてのディスプレイフォーマット情報を検出する。こ
こで、ディスプレイフォーマットというのは、三次元映像を合成する過程で、１つの場面
についていかなる形態でフォーマットを行ったものであるかについての情報である。さら
に具体的に、三次元映像のディスプレイフォーマットとしては、ライン－バイ－ラインフ
ォーマット、ピクセル－バイ－ピクセルフォーマット、トップダウンフォーマット、及び
サイド－バイ－サイドフォーマットなどがある。かような三次元映像のディスプレイフォ
ーマット情報については、図５でさらに詳細に説明する。
【００２４】
　ユーザインターフェース部１６０は、動作モード転換判断部１３０を制御する命令をユ
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ーザから受信する入出力インターフェースを提供する。
【００２５】
　動作モード転換判断部１３０は、映像特性パラメータ検出部１２０から検出された映像
特性パラメータを入力され、入力される映像特性パラメータが変更されているか否かとい
うことを介し、ディスプレイ部動作モードを転換するか否かを判断する。動作モード転換
判断部１３０については、図２を介してより詳細に説明する。
【００２６】
　図２は、図１の動作モード転換判断部をさらに具体的に表したブロック図である。図２
について述べれば、動作モード転換判断部１３０は、入力部１３１、ローディング部１３
２、判断部１３３、設定部１３４、ディスプレイ出力部１３５、及びお知らせ出力部１３
６を備えて構成される。
【００２７】
　入力部１３１は、映像特性パラメータ検出部１２０から検出された映像特性パラメータ
を入力される。
【００２８】
　ローディング部１３２は、映像特性パラメータと関連したディスプレイ部の特性情報を
保存している保存部１４０をローディングする。
【００２９】
　判断部１３３は、ディスプレイ部の動作モードを転換するか否かを判断する。また、判
断部１３３は、ディスプレイ部の動作モードを転換せねばならないと判断される場合、デ
ィスプレイ出力部１３５を介してディスプレイ部１７０に、動作モード転換信号を出力し
たり、またはお知らせ出力部１３６を介してお知らせ部１５０に、動作モードを転換せね
ばならないということを知らせるお知らせ信号を出力する。
【００３０】
　設定部１３４は、ユーザインターフェース部１６０を介して入力されるインターフェー
ス信号により、判断部１３３からディスプレイ出力部１３５を介して動作モード転換信号
を出力するか、そうでなければ、お知らせ出力部１３６を介して動作モードを転換せねば
ならないということを知らせるお知らせ信号を出力するかに係ることを設定する。
【００３１】
　また、設定部１３４は、ディスプレイ出力部１３５を介して動作モード転換信号を出力
し、お知らせ出力部１３６を介して動作モードが自動的に転換されたことを知らせる動作
モード転換お知らせ信号を出力することができる。
【００３２】
　さらに具体的な一例を挙げれば、判断部１３３では、入力部１３１を介して入力される
映像特性パラメータが変更されているか否かということを介し、ディスプレイ動作モード
転換いかんを判断する。ここで、映像特性パラメータは、映像特性パラメータ検出部１２
０から入力される映像データが二次元映像であるか三次元映像であるかについての情報だ
けを入力される場合である。すなわち、判断部１３３は、入力部１３１を介して現在映像
データが二次元映像であるという映像特性パラメータを入力されていて、映像データが三
次元映像であるという映像特性パラメータを入力される場合、ディスプレイ部１７０の動
作モードを三次元ディスプレイモードに転換するか、または転換されねばならないという
ことを知らせる。
【００３３】
　さらに具体的な他の一例を挙げれば、判断部１３３では、入力部１３１を介して入力さ
れる映像特性パラメータと、ローディング部１３２を介してローディングされて入力され
たディスプレイ部の特性情報とを比較し、ディスプレイ部動作モード転換いかんを判断す
る。ここで、映像特性パラメータは、映像データが三次元映像である場合、三次元映像の
撮像視点数、またはディスプレイフォーマットの情報を含んでいる場合である。すなわち
、判断部１３３は、入力部１３１を介して現在映像データが三次元映像の所定撮像視点数
を有する映像特性パラメータを入力されていて、映像データが三次元映像の他の所定の撮
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像視点数を有する映像特性パラメータを入力される場合、ディスプレイ部１７０の動作モ
ードを三次元映像の他の所定の撮像視点数になるように転換させるか、または転換されね
ばならないということを知らせる。
【００３４】
　保存部１４０は、映像特性パラメータと関連したディスプレイ部特性情報１４２と、お
知らせ部１５０を介してディスプレイ部動作モードを転換せねばならないということを知
らせるお知らせ信号と関連したお知らせ情報１４４とが保存されている。
【００３５】
　お知らせ部１５０は、動作モード転換判断部１３０のお知らせ出力部１３６から、ディ
スプレイ部の動作モードを転換せねばならないということを知らせるお知らせ信号を入力
され、ユーザが分かるように表示する装置である。また、お知らせ部１５０は、動作モー
ド転換判断部１３０のお知らせ出力部１３６から、ディスプレイ部の動作モードが該当機
能を行えない場合、これを分かるように表示する装置である。
【００３６】
　さらに具体的に、お知らせ部１５０は、オンスクリーンディスプレイ（ＯＳＤ）、発光
ダイオード（ＬＥＤ）及びスピーカのような多様な補助装置を活用して具現できる。
【００３７】
　ディスプレイ部１７０は、動作モード転換判断部１３０から伝送された動作モード転換
信号と、デコーディング部１１０からデコーディングされた映像データとを入力される。
そして、ディスプレイ部１７０は、動作モード転換信号によって前記デコーディングされ
た映像データを画面上にディスプレイする。
【００３８】
　さらに具体的に、動作モード転換信号が二次元動作モードを表す場合、ディスプレイ部
１７０は、デコーディング部１１０から入力されるデコーディングされた映像データを二
次元に画面上にディスプレイする。そして、動作モード転換信号が三次元動作モードを表
す場合、ディスプレイ部１７０は、デコーディング部１１０から入力されるデコーディン
グされた映像データを三次元に画面上にディスプレイする。さらに、ディスプレイ部１７
０は、動作モード転換信号が三次元映像の所定撮像視点数動作モード、または三次元映像
の所定ディスプレイフォーマット動作モードを含むと示された場合、前記三次元映像の所
定撮像視点数動作モード、または三次元映像の所定ディスプレイフォーマット動作モード
に該当するように、前記デコーディングされた映像データをディスプレイする。
【００３９】
　ここで、ディスプレイ部１７０は、２Ｄ／３Ｄ兼用ディスプレイ装置で構成される。２
Ｄ／３Ｄ兼用ディスプレイ装置を具現する方法は、多様でありうる。さらに具体的な方法
としては、本発明のディスプレイ部１７０は、大韓民国特許公開第１０－０４４０９５６
号公報（発明の名称：２Ｄ／３Ｄ兼用ディスプレイ）に記述されているように、イメージ
形成パネルディスプレイ、レンズ部、前記レンズ部に対して選択的に電源を供給すること
ができる電源供給部を備えて具現できる。そして、ＴＦＴ－ＬＣＤの後側に液晶シャッタ
を具備し、これを利用して二次元映像と三次元映像とを選択的に表示する２Ｄ／３Ｄ兼用
ディスプレイ装置がある。しかし、前記で挙げた例は、１つの一例に挙げたまでであり、
本発明のディスプレイ部１７０は、それらに限定されずに多様な方法で具現されうる。
【００４０】
　図３は、図１の受信部に入力される伝送ストリーム構造についての一例である。図３に
ついて述べれば、伝送ストリームは、ヘッダ３００とペイロード３２０とから構成される
。
【００４１】
　伝送ストリームのヘッダ３００には、ペイロード３２０に含まれている映像データをデ
ィスプレイできる多様な制御情報が含まれている。かような伝送ストリームのヘッダ３０
０所定位置には、ペイロード３２０に含まれている映像データについてのディスプレイ方
式と関連した映像特性パラメータ３０２が保存されている。
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【００４２】
　映像特性パラメータ３０２は、ペイロード３２０に保存されている映像データが二次元
（２Ｄ）映像（例えば、一般ＴＶ信号、ＶＣＲ信号）であるか、または三次元（３Ｄ）映
像であるかについての２Ｄ／３Ｄ区分情報３０２ａを含んでいる。
【００４３】
　そして、ペイロード３２０に保存されている映像が三次元映像である場合、映像特性パ
ラメータは、前記三次元映像の撮像視点数情報３０２ｂをさらに含むことができる。
【００４４】
　また、ペイロード３２０に保存されている映像が三次元映像である場合、映像特性パラ
メータは、前記三次元映像のディスプレイフォーマット情報３０２ｃをさらに含むことが
できる。
【００４５】
　図４Ａと図４Ｂは、図１での三次元映像の撮像視点数についての一例を図示した図であ
る。図４Ａについて述べれば、１つの対象物体４００を異なる位置にある２台のカメラ４
２１，４２２でもって撮像したものである。すなわち、三次元映像の撮像視点数は、２視
点である。ここで、対象物体は、静止している物体でもあり、動いている物体でもありう
る。２台のカメラ４２１，４２２は、１つの対象物体４００に対し、それぞれ左眼映像と
右眼映像とを別々に撮像する。
【００４６】
　図４Ｂについて述べれば、１つの対象物体４００を異なる位置にある４台のカメラ４２
１，４２２，４２３，４２４で撮像したものである。すなわち、三次元映像の撮像視点数
は、４視点である。
【００４７】
　図４Ａと図４Ｂとで、対象物体は静止している物体でもあり、動いている物体でもあり
うる。
【００４８】
　図４Ａと図４Ｂとでは、三次元映像の撮像視点数と関連し、２視点と４視点とについて
述べたが、１つの対象物体４００に対してさらに多様な撮像視点数を有するように撮像す
ることもある。
【００４９】
　図５Ａないし図５Ｄは、図１での三次元映像のディスプレイフォーマット方式の一例を
図示した図である。図５Ａないし図５Ｄについて述べれば、図５Ａは、ライン－バイ－ラ
インフォーマットについての映像を表し、図５Ｂは、ピクセル－バイ－ピクセルフォーマ
ットについての映像を表し、図５Ｃは、トップダウンフォーマット映像を表し、図５Ｄは
、サイド－バイ－サイドフォーマットについての映像を表す。
【００５０】
　さらに具体的に、以下では、ステレオ映像（左眼映像、右眼映像）についてのディスプ
レイフォーマット方式を説明する。そして、左眼映像と右眼映像は、それぞれ（ＮｘＭ）
サイズを有するとする。
【００５１】
　図５Ａのライン－バイ－ラインフォーマットの映像は、左眼映像と右眼映像とをそれぞ
れ垂直方向に１／２サブサンプリングし、左眼映像の画素と右眼映像の画素とをラインご
とに交互に位置させて三次元映像を作る。図５Ｂのピクセル－バイ－ピクセルフォーマッ
トの映像は、左眼映像と右眼映像とをそれぞれ水平方向に１／２サブサンプリングし、左
眼映像の画素と右眼映像の画素とを１画素ずつ交互に位置させて三次元映像を作る。図５
Ｃのトップダウンフォーマットの映像は、左眼映像と右眼映像とをそれぞれ垂直方向に１
／２サブサンプリングし、サンプリングした左眼映像を上部に、サンプリングした右眼映
像を下部に位置させて１つの三次元映像を作る。すなわち、（ＮｘＭ）サイズの左眼映像
と右眼映像とをそれぞれ（ＮｘＭ／２）サイズにサブサンプリングした後、それらを上下
に位置させることにより、１つの（ＮｘＭ）サイズの三次元映像を作る。図５Ｄは、サイ
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ド－バイ－サイドフォーマットの映像であり、左眼映像と右眼映像とをそれぞれ水平方向
に１／２サブサンプリングし、サンプリングした左眼映像を左側に、サンプリングした右
眼映像を右側に位置させて１つの三次元映像を作る。すなわち、（ＮｘＭ）サイズの左眼
映像と右眼映像とをそれぞれ（Ｎ／２ｘＭ）サイズにサブサンプリングした後、それらを
左右側に位置させることにより、１つの（ＮｘＭ）サイズの三次元映像を作る。
【００５２】
　前述のように、三次元映像合成フォーマットには、さまざまあるが、そのうち、図５Ｃ
に図示したようなトップダウンフォーマットと、図５Ｄに図示したようなサイド－バイ－
サイドフォーマットとが、ＭＰＥＧなどに圧縮して伝送時に効率的なために、多用されう
る。
【００５３】
　図６は、図１の受信部に入力される伝送ストリームを送信する映像送信装置のブロック
図である。図６について述べれば、映像送信装置は、保存部６００、映像特性パラメータ
生成部６１０、ユーザインターフェース部６２０、エンコーディング部６３０、及び送信
部６４０を備えてなる。
【００５４】
　保存部６００は、対象物体を撮像して得られた映像データを保存している。保存部６０
０に保存されている映像データは、１つの対象物体を１台のカメラで撮像して得られる映
像でもあり、または１つの対象物体を複数台のカメラで撮像して得られる映像でもありう
る。
【００５５】
　すなわち、保存部６００に保存されている映像データは、二次元映像でもあり、複数台
のカメラで撮り、左眼映像と右眼映像とがサブサンプリングされて合成され、図５Ａない
し図５Ｄを参照して説明したようなディスプレイフォーマットのうち、いずれか１つのフ
ォーマットの三次元映像でもありうる。
【００５６】
　映像特性パラメータ生成部６１０は、保存部６００に保存されている映像データについ
ての映像特性パラメータを生成する役割を果たす。ここで、映像特性パラメータは、二次
元映像であるか三次元映像であるかを示す情報を含む。さらに、三次元映像である場合、
撮像視点数情報、またはディスプレイフォーマット情報を含むことができる。
【００５７】
　ユーザインターフェース部６２０は、映像特性パラメータ設定部６１０を制御する命令
をユーザから受信し、前記映像特性パラメータについて受信する入出力インターフェース
を提供する。ユーザは保存部６００に保存されている映像データについての映像特性パラ
メータをユーザインターフェース部６２０を介して設定する。
【００５８】
　本発明の一実施形態では、このように、ユーザインターフェース部６２０を設けて映像
特性パラメータを設定するとしているが、これと関連しては、映像を撮像する過程で、直
ちに映像特性パラメータを設定する方法など多様な実施形態が可能である。
【００５９】
　エンコーディング部６３０は、保存部６００から対象物体を撮像して得られた映像デー
タと、映像特性パラメータ設定部６１０から設定された映像特性パラメータとを入力され
る。そして、エンコーディング部６３０は、保存部６００から入力された映像データと、
映像特性パラメータ設定部６１０から入力された映像特性パラメータとを符号化し、伝送
ストリーム形態で示されるように変換する。ここで、エンコーディング部６３０は、保存
部６００から入力された映像は、伝送ストリームのペイロードに含め、映像特性パラメー
タは、伝送ストリームのヘッダ所定位置に含める。また、エンコーディング部６３０は、
ＭＰＥＧ、またはその他さまざまな方法で符号化を行う。
【００６０】
　送信部６４０は、エンコーディングされた伝送ストリームをＤＴＶ規格や、その他のさ
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まざまな伝送規格によって送信する。
【００６１】
　図７は、本発明の望ましい一実施形態による二次元映像と三次元映像のディスプレイ自
動転換方法についてのフローチャートである。図７について述べれば、まず、映像データ
の特性を表す映像特性パラメータを入力される（Ｓ７００）。
【００６２】
　次に、ステップ７００で入力された映像特性パラメータと、現在ディスプレイされてい
る映像データの特性を表す映像特性パラメータとを比較し、変更がなされているか否かを
判断する（Ｓ７１０）。ここで、映像特性パラメータは、前記映像データが二次元映像で
あるか三次元映像であるかを示す情報を含む。さらに、前記映像データが三次元映像であ
る場合、撮像視点数情報、またはディスプレイフォーマットの情報に係るものでありうる
。
【００６３】
　ステップ７１０での判断結果、映像特性パラメータの変更がなされていると判断される
場合、前記映像データをディスプレイする装置に、前記変更されている映像特性パラメー
タによる動作モード転換信号を出力する（Ｓ７２０）。
【００６４】
　一方、ステップ７１０での判断結果、映像特性パラメータの変更がないと判断される場
合に終了する。
【００６５】
　図８は、図７での映像特性パラメータが二次元映像と三次元映像とである場合、ディス
プレイ自動転換方法の一例についてのフローチャートである。図８について述べれば、ま
ず、映像データの特性を表す映像特性パラメータを入力される（Ｓ８００）。ここで、映
像特性パラメータは、前記映像データが二次元映像であるか三次元映像であるかに係る情
報を含む。
【００６６】
　次に、ステップ８００で入力された映像特性パラメータと、現在ディスプレイされてい
る映像データの特性を表す映像特性パラメータとを比較し、変更がなされているか否かを
判断する（Ｓ８１０）。
【００６７】
　ステップ８１０での判断結果、ステップ８００で入力された映像特性パラメータの変更
がなされていると判断される場合、入力された映像特性パラメータを介し、前記映像デー
タが二次元映像であるか三次元映像であるかを判断する（Ｓ８２０）。一方、ステップ８
１０での判断結果、ステップ８００で入力された映像特性パラメータの変更がないと判断
される場合に終了する。
【００６８】
　また、ステップ８２０での判断結果、映像データが三次元映像であると判断された場合
、ディスプレイ装置に、三次元動作モードに転換させる三次元動作モード転換信号を出力
する（Ｓ８３０）。一方、ステップ８２０での判断結果、映像データが二次元映像である
と判断される場合、ディスプレイ装置に二次元動作モードに転換させる二次元動作モード
転換信号を出力する（Ｓ８４０）。
【００６９】
　図８ではさらに、ステップ８３０では、お知らせ装置に、ディスプレイ装置が三次元動
作モードに転換されたことを知らせるお知らせ信号を出力するステップをさらに含むこと
ができる。そして、ステップ８４０では、お知らせ装置に、ディスプレイ装置が二次元動
作モードに転換されたことを知らせるお知らせ信号を出力するステップをさらに含むこと
ができる。
【００７０】
　図９は、図７での映像特性パラメータが二次元映像と三次元映像とである場合、ディス
プレイ転換お知らせ方法の一例についてのフローチャートである。図９について述べれば
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、まず、映像データの特性を表す映像特性パラメータを入力される（Ｓ９００）。ここで
、映像特性パラメータは、前記映像データが二次元映像であるか三次元映像であるかに係
る情報を含む。
【００７１】
　次に、ステップ９００で入力された映像特性パラメータと、現在ディスプレイされてい
る映像データの特性を表す映像特性パラメータとを比較し、変更がなされているか否かを
判断する（Ｓ９１０）。
【００７２】
　ステップ９１０での判断結果、前記ステップ９００で入力された映像特性パラメータの
変更がなされていると判断される場合、入力された映像特性を介し、前記映像データが二
次元映像であるか三次元映像であるかを判断する（Ｓ９２０）。一方、ステップ９１０で
の判断結果、前記ステップ９００で入力された映像特性パラメータの変更がないと判断さ
れる場合に終了する。
【００７３】
　前記ステップ９２０での判断結果、前記映像データが三次元映像であると判断された場
合、お知らせ装置に、三次元動作モードに転換されねばならないということを知らせるお
知らせ信号を出力する（Ｓ９３０）。一方、ステップ９２０での判断結果、前記映像デー
タが二次元映像であると判断された場合、お知らせ装置に、二次元動作モードに転換され
ねばならないということを知らせるお知らせ信号を出力する（Ｓ９４０）。
【００７４】
　図１０は、図７での映像特性パラメータが三次元映像の撮像視点数情報、またはディス
プレイフォーマット情報である場合、ディスプレイ自動転換方法の一例についてのフロー
チャートである。図１０について述べれば、まず、映像データの特性を表す映像特性パラ
メータを入力される（Ｓ１０００）。ここで、映像特性パラメータは、前記映像データが
三次元映像であり、撮像視点数情報、またはディスプレイフォーマット情報に係るもので
ある。
【００７５】
　次に、ステップ１０００で入力された映像特性パラメータと、現在ディスプレイされて
いる映像データの特性を表す映像特性パラメータとを比較し、変更がなされているか否か
を判断する（Ｓ１０１０）。
【００７６】
　ステップ１０１０での判断結果、前記ステップ１０００で入力された映像特性パラメー
タの変更がなされていると判断される場合、入力された映像特性パラメータを介し、前記
映像データが二次元映像であるか三次元映像であるかを判断する（Ｓ１０２０）。一方、
ステップ１０１０での判断結果、前記ステップ１０００で入力された映像特性パラメータ
の変更がないと判断される場合に終了する。
【００７７】
　ステップ１０２０での判断結果、前記映像データが三次元映像であると判断される場合
、前記映像特性パラメータと関連したディスプレイ装置の特性情報をローディングする（
Ｓ１０３０）。一方、ステップ１０２０での判断結果、前記映像データが二次元映像であ
ると判断される場合には、ディスプレイ装置に、二次元動作モードに転換させる動作モー
ド転換信号を出力する（Ｓ１０７０）。
【００７８】
　ステップ１０３０では、ステップ１０００で入力された映像特性パラメータと、ステッ
プ１０３０でローディングしたディスプレイ装置の特性情報とを比較し、前記ディスプレ
イ装置が前記ステップ１０００で入力された映像特性パラメータに該当する動作モードを
行うことができるか否かを判断する（Ｓ１０４０）。
【００７９】
　ステップ１０４０での判断結果、ディスプレイ装置がステップ１０００で入力された映
像特性パラメータに該当する動作モードを行うことができると判断される場合には、前記
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ディスプレイ装置に、該当する撮像視点数、またはディスプレイフォーマットに転換させ
る動作モード転換信号を出力する（Ｓ１０５０）。一方、ステップ１０４０での判断結果
、ディスプレイ装置が入力された映像特性パラメータに該当する動作モードを行うことが
できないと判断される場合には、お知らせ装置に、その旨を知らせるお知らせ信号を出力
する（Ｓ１０６０）。
【００８０】
　さらに、図１０のステップ１０５０では、お知らせ装置に、ディスプレイ装置が該当す
る三次元映像の撮像視点数、またはディスプレイフォーマットに転換されたことを知らせ
るお知らせ信号を出力するステップをさらに含むことができる。そして、ステップ１０７
０では、お知らせ装置に、ディスプレイ装置が二次元動作モードに転換されたことを知ら
せるお知らせ信号を出力するステップをさらに含むことができる
　図１１は、図７での映像特性パラメータが三次元映像の撮像視点数情報、またはディス
プレイフォーマット情報である場合、ディスプレイ転換お知らせ方法の一例についてのフ
ローチャートである。図１１について述べれば、前記図１０で説明された部分と一致する
参照番号は同一であり、ステップ１０５０に対応するステップ１０５０’と、ステップ１
０７０に対応するステップ１０７０’とで違いがある。すなわち、図１０と同じ参照番号
については、図１０を参照する。
【００８１】
　ステップ１０５０’では、ステップ１０４０での判断結果、ディスプレイ装置がステッ
プ１０００で入力された映像特性パラメータに該当する動作モードを行うことができると
判断される場合には、前記ディスプレイ装置に、該当する撮像視点数、またはディスプレ
イフォーマットに転換されねばならないということを知らせるお知らせ信号を出力する。
【００８２】
　そして、ステップ１０７０’では、ステップ１０２０での判断結果、前記映像データが
二次元映像であると判断される場合には、ディスプレイ装置に、二次元動作モードに転換
されねばならないということを知らせるお知らせ信号を出力する。
【００８３】
　本発明は、また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体にコンピュータで読み取り可
能なコードでもって具現することが可能である。コンピュータで読み取り可能な記録媒体
は、コンピュータシステムによって読み取り可能なデータが保存されるあらゆる種類の記
録装置を含む。コンピュータで読み取り可能な記録媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク及び光データ保存装置など
があり、またキャリアウェーブ（例えば、インターネットを介した伝送）の形態で具現さ
れることも含む。また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、ネットワークに連結
されたコンピュータシステムに分散され、分散方式でコンピュータで読み取り可能なコー
ドでもって保存されて実行されうる。
【００８４】
　以上のように、図面と明細書とで最適な実施形態が開示された。ここで、特定の用語が
使われたが、それらは、単に本発明を説明するための目的で使われたものであり、意味限
定や特許請求範囲に記載された本発明の範囲を制限するために使われたものではない。従
って、本技術分野の当業者ならば、それらから多様な変形及び均等な他実施形態が可能で
あるという点を理解することができるであろう。従って、本発明の真の技術的保護範囲は
、特許請求の範囲の技術的思想によってのみ決まるものである。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　本発明の映像ディスプレイモードの転換方法及び装置は、例えば、ＤＴＶ関連の技術分
野に効果的に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明が望ましい一実施形態による映像ディスプレイモード転換装置のブロック
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図である。
【図２】図１の動作モード転換判断部をさらに具体的に表したブロック図である。
【図３】図１の受信部に入力される伝送ストリーム構造についての一例である。
【図４Ａ】図１での三次元映像の撮像視点数についての一例を図示した図である。
【図４Ｂ】図１での三次元映像の撮像視点数についての一例を図示した図である。
【図５Ａ】図１での三次元映像のディスプレイフォーマット方式の一例を図示した図であ
る。
【図５Ｂ】図１での三次元映像のディスプレイフォーマット方式の一例を図示した図であ
る。
【図５Ｃ】図１での三次元映像のディスプレイフォーマット方式の一例を図示した図であ
る。
【図５Ｄ】図１での三次元映像のディスプレイフォーマット方式の一例を図示した図であ
る。
【図６】図１の受信部に入力される伝送ストリームを送信する映像送信装置のブロック図
である。
【図７】本発明の望ましい一実施形態による映像ディスプレイモードの転換方法について
のフローチャートである。
【図８】図７での映像特性パラメータが二次元映像と三次元映像とである場合、ディスプ
レイ自動転換方法の一例についてのフローチャートである。
【図９】図７での映像特性パラメータが二次元映像と三次元映像とである場合、ディスプ
レイ転換お知らせ方法の一例についてのフローチャートである。
【図１０】図７での映像特性パラメータが三次元映像の撮像視点数情報、またはディスプ
レイフォーマット情報である場合、ディスプレイ自動転換方法の一例についてのフローチ
ャートである。
【図１１】図７での映像特性パラメータが三次元映像の撮像視点数情報、またはディスプ
レイフォーマット情報である場合、ディスプレイ転換お知らせ方法の一例についてのフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００８７】
　１００　　受信部
　１１０　　デコーディング部
　１２０　　映像特性パラメータ検出部
　１２２　　２Ｄ／３Ｄ検出部
　１２４　　撮像視点数検出部
　１２６　　ディスプレイフォーマット検出部
　１３０　　動作モード転換判断部
　１３１　　入力部
　１３２　　ローディング部
　１３３　　判断部
　１３４　　設定部
　１３５　　ディスプレイ部
　１３６　　お知らせ出力部
　１４０，６００　保存部
　１４２　　ディスプレイ特性情報
　１４４　　お知らせ情報
　１５０　　お知らせ部
　１６０，６２０　ユーザインターフェース部
　３００　　ヘッダ
　３０２　　映像特性パラメータ
　３２０　　ペイロード
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　４００　　対象物体
　４２１，４２２，４２３，４２４　カメラ
　６１０　　映像特性パラメータ生成部
　６３０　　エンコーディング部
　６４０　　送信部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】
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【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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